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まえがき

近年，経済の高度化と社会生活レベルの向上に伴う個人

のライフスタイルの変化により，エネルギー消費量は増加

の傾向にある。特に，電気エネルギーはその利便性から漸

増の傾向にある。一方，1997 年の「気候変動枠組み条約

第 3回締約国会議」（地球温暖化防止京都会議）により，

日本は二酸化炭素（CO2）排出量を 2010 年において 1990

年の対－6％を義務づけられた。地球環境を守るうえで

CO2の削減が必至であり，省エネルギーの励行と効率的な

エネルギーの利用の促進が，わが国にとって急務となって

いる。このため，電気エネルギーの有効利用についての

種々の施策が取られている。

夜間電力を活用した負荷平準化は，昼間の電力需要が大

きい時間帯に系統の電力を利用することを避けて需要の比

較的少ない夜間の電力を利用することで，電力ピークの削

減と負荷率の上昇をもたらすものであり，エネルギー有効

利用の手段の一つである。

ここでは，夜間電力を活用した負荷平準化の意義とその

手段，ならびに需要家における負荷平準化の得失について

述べる。

負荷平準化の意義

２.１ 負荷平準化の種類

電気は大量に蓄えることが難しいため，基本的には発生

と消費を同時に行うという性質を有する。そのため，昼間

における電力需要と夜間における電力需要との差が大きい

と負荷率が悪くなり，利用効率が悪くなってしまう。1960

年代の国内の負荷率は約 70 ％であったが，家庭用・業務

用冷暖房空調設備の増加により夏季最大需要電力が先鋭化

し，1995 年度には 55.3 ％まで低下した。その後，季節別

時間帯別電力契約の増加や電気温水器の普及により 1999

年度には 59.4 ％まで改善されているが，なお低い水準に

ある。負荷率の低下は，発電機起動停止の増加，発電設備

の部分負荷運用による発電効率の低下を余儀なくされる。

逆に負荷率を上昇させることは，電力需給の安定確保，省

エネルギー，CO2の排出抑制，電力供給設備の投資抑制を

通じた電力供給コスト削減などの利点がある（図１）。

負荷平準化には，図２に示すような 4 種類の方法が挙げ

られる。

ピークシフト

ピーク時の需要を夜間の需要の小さい時間帯にシフトさ

せるもので，供給側では揚水発電，需要側では氷蓄熱，電

池電力貯蔵が代表例である。

ピークカット

ピーク時の需要を削減するもので，ガス冷房や太陽光発

電によるエネルギー源の多様化による電力供給量の削減，

あるいはデマンドコントロールなどによる負荷そのものの

抑制がある。

ボトムアップ

夜間電力の利用による需要の創出であり，電気温水器な

どがある。

省エネルギー

消費エネルギーの総量を減らすもので，ビルや家屋の断

熱性向上による冷暖房電力の削減や冷暖房機器の効率化な

どの無駄なエネルギー消費の削減である。昼夜にわたる省

エネルギーの励行は，負荷全体が低減され必ずしも負荷率

の改善にはならないが，昼間の負荷低減が進めば負荷平準
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図１　負荷率の低減
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化となる。

負荷平準化は供給側と需要側双方からの方策があるが，

供給側における方策は，揚水発電以外実用化されているも

のはない。したがって，負荷平準化の方策はそのほとんど

が需要側において行われるものである。

夜間電力を利用した負荷平準化という意味では，前述の

ボトムアップも該当するが，ここでは，夜間電力利用によ

るピークシフトに限定して述べる。

２.２ 負荷平準化の効用

電力料金には深夜電力，季節別時間帯別電力，蓄熱調整

契約制度などの料金制度があり，負荷平準化を実施する場

合，これらの制度を利用することにより，供給側と需要側

双方にとって利益をもたらすことができる。供給側にとっ

ては，①発電効率の上昇，②設備の増強不要，というメ

リットが生じ経営資源効率化が図れる。一方，需要家に

とっては，短期的には，①契約電力の低減，②夜間電力料

金の利用による経費の削減，がもたらされ，長期的には前

節で述べたようにコスト低減に伴う電力料金の低減が望め

る。

負荷平準化の手段

負荷平準化の手段として，将来的には，SMES（Super-

conducting Magnetic Energy Storage）や超電導フライホ

イールなどが実現するものと思われるが，現時点では研究

段階である。ここでは，実用化されている負荷平準化の代

表的手段である，電池電力貯蔵と氷蓄熱について述べる。

３.１ 電池電力貯蔵

負荷平準化用の電池は大容量化が可能であり，繰り返し

充放電に強いことが必須の条件である。また，エネルギー

密度が高く設置スペースが小さいこと，充放電効率が高い

ことが望まれる。代表的なものとしてはナトリウムー硫黄

電池およびレドックスフロー電池が挙げられる。

３.１.１ ナトリウム－硫黄電池

ナトリウムー硫黄電池の原理を図３に示す。

単電池は，ベータアルミナを固体電解質として介し，負極

にナトリウム，正極に硫黄を隔離して，密閉化したセル構

造となっている。単電池の起電力は約 2Vであり，直並列

に接続することでモジュールを構成している。動作温度が

300 ℃程度と高いため，ヒータによる暖気運転を行ってい

る。

ナトリウムー硫黄電池は，下記の特徴がある。

長 所

① エネルギー密度が高くコンパクトである。

② 電池効率が高く，自己放電がないため，効率的な電

力貯蔵が可能である。

③ 完全密閉構造のためメンテナンスフリーである。

④ 騒音，振動などがなく環境性に優れている。

短 所

① ナトリウムと硫黄は消防法の危険物に該当するため，

ナトリウムー硫黄電池も同等の扱いとなり，設置に関

する許可が必要である。

② 動作温度が高いため起動までの時間が長く，待機中

も暖気運転が必要である。

３.１.２ レドックスフロー電池

レドックスフロー電池の原理を図４に示す。

レドックスフロー電池は，正･負極の電解液としてバナ

ジウムイオンを溶解させた希硫酸水溶液を用いる。これら

の価数変化（酸化還元反応）により，電力の充放電を行っ

ている。レドックスフローは，還元（REDuction），酸化

（OXidation），流れる（FLOW）から作られた合成語であ

る。正・負のそれぞれのタンクに貯蔵された電解液は，ポ

ンプにより循環される。セルには隔膜が設けられ水素イオ

ンの移動ができるようになっている。

レドックスフロー電池は下記の特徴を有する。

（2）

（1）

富士時報 Vol.75 No.11 2002

650（52）

ピークシフト ピークカット 
供給側からの方法 
揚水発電 
SMES 
電池 

需要側からの方法 

ボトム需要創出 
需要側からの方法 

省エネルギー 
需要側からの方法 

需要側からの方法 

氷蓄熱冷房 
分散型電池貯蔵 
エコベンダ 

電気温水器 
電気自動車 

ビルや家屋断熱性，気密性 
の向上 
夏季の室内入熱の抑制 
OA機器，室内機器の消費 
電力抑制 
室内の冷房方法の工夫 

圧縮空気 
フライホイール 

ガス冷房 
太陽光電池 
電力料金による対応 
負荷直接制御 

図２　負荷平準化の方法
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図３　ナトリウムー硫黄電池の原理
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長　所

① 充放電は酸化還元反応であり，電極材料の組成変化

がないため長寿命である。

② 電解液が正負タンクに貯蔵されているため，待機時

の自己放電損失が少ない。

③ 出力部（セル）と容量部（タンク）が独立している

ため設計の自由度が大きく，大容量化が可能である。

④ ミリ秒オーダーの瞬時応答性を有している。また，

短時間の過負荷耐量が大きい。

短　所

① 単位体積あたりのエネルギー密度が低い。

② 電解液による充放電のため，ポンプなどの補機が必

要である。

３.１.３ 電力貯蔵用インバータ

電力貯蔵用電池には，IGBT（Insulated Gate Bipolar

Transistor）を用いた三相の PWM（Pulse Width Modula-

tion）インバータが用いられる。インバータは充電と放電

の双方向の動作が可能である。図５に充放電動作時の電力

の流れを示す。

充電動作では電池に対して定電圧充電または定電力充電

を行う。充放電時には，インバータ側交流電力は力率 1で，

高調波含有率が 5 ％以下となるように電流制御を行ってい

る。
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系統電力 インバータ電力 

充電動作 

電池 

AC
DC

双方向インバータ 
負荷 

負荷電力 

系統 

(a)充電動作時 

系統電力 インバータ電力 

放電動作 
（系統連系 
　運転動作） 

電池 

AC
DC

双方向インバータ 
負荷 

負荷電力 

系統 

(b)放電動作時 

図５　双方向インバータの基本動作

表１　氷蓄熱システムの比較 

システム名 
ディンプルボール蓄熱システム アイスオンコイル方式（外融式） ダイナミック方式 

項　目 

システム構成 

製氷方式 

氷充てん率 

蓄熱槽の形状 

配管系 

制御 

施工例 

保守・管理 

システム設計 
の自由度 

ディンプル（くぼみ）を有した球状のカプ 
セル内に封入された水をカプセル周囲から 
ブラインで冷却し凍結させる。 
熱の取出し時はブラインを介してカプセル 
内の氷を融解する。単純方式で故障なし。 

潜熱蓄熱材方式により設計が自由度大。 
特に大容量になるほど有利。 

60％以上 

縦・横円筒形自由設計，パネルタンクも可 

クローズ系 

 
 

タンクの設置，カプセルの投入で施工容易 

ブライン管理（年1回程度） 

ブラインレベルと温度で正確制御，伝熱面 
積一定 

水槽内に細管のコイルを設置し，コイル内 
にブラインを流しコイル外面に氷を成長さ 
せる。 
熱の取出し時は管の外周部から融解する。 
伝熱面積が変化する。 

機種が豊富であり設計の自由度もある。 
既設の　体（くたい）水槽があれば，大容 
量に適用可。 

60％，ただし実質は低製氷率にて使用 

横長立方体 

放熱時オープン系 

ブリッジング防止制御が必要 
 

建屋内では大型コイルの設置が困難 

水槽内のコイルの保守・管理必要 

槽内の低濃度ブラインを循環させ，製氷器 
にてシャーベット状の氷を成長させる。 
理論的熱効率（急負荷追従など）は比較的 
良好といわれる。 

大容量システムにも適用可。 
設計の自由度がある。 

40～60％ 

特に指定なし 

オープン系 

氷解防止制御（かくはん機など）が必要 
 
 
 

常時ブライン濃度監視が必要 

タンク設置は容易。熱源機のほかに製氷器 
必要 

熱
源
機 

熱源機 
ブラインポンプ 

ブラインポンプ 

ブラインポンプ 

ブライン 
循環ポンプ 

氷蓄熱槽 

氷蓄熱槽 氷蓄熱槽 

HEX

HEX

空
調
機 

空
調
機 

空
調
機 

放熱ポンプ 放熱ポンプ 蓄熱ポンプ 

ブライン 
チラー 

製氷器 
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３.２ 氷蓄熱

氷蓄熱は，夜間の電力で熱源機を運転して夏は氷を，冬

は温水を蓄熱タンクに蓄え，昼間は蓄熱タンクに蓄えられ

た氷や温水を利用して冷暖房を行うものである。氷蓄熱に

は幾つかの方式があり，表１に代表的方式の比較を示す。

富士電機では関連会社である富士電機工事（株）で，ディ

ンプルボール方式による氷蓄熱システムを製作している。

ディンプルボール方式は，100mmの直径を持つポリエチ

レン製のボールにディンプル（へこみ）を持たせ，内部に

凍結を促進する微量の発核剤を入れた蓄熱カプセルをタン

クに収納し，氷結させるものである。ディンプル氷蓄熱シ

ステムは，氷蓄熱タンク中の蓄熱量がディンプルの反転に

よるブライン（不凍液）のレベル変化量で正確に把握でき

るという特徴を持っている（図６）。

需要家における負荷平準化の得失

電池電力貯蔵ならびに氷蓄熱は，それ自身でエネルギー

を発生させることはできないため，電力系統からの供給も

含めシステムとしてのエネルギー効率を追求する中で，設

備導入の有効性がでてくる場合が多いと思われる。した

がって，電池電力貯蔵装置ならびに氷蓄熱装置の導入にあ

たっては，複数の電源との組合せを考慮したシステム検討

が重要である。

４.１ 電池電力貯蔵システムの利用

二次電池導入によりハイブリッド化した「ガスコージェ

ネレーション（CGS）＋二次電池」を例に取り，経済性に

ついての考え方を以下に述べる。

図７に CGSを持つ需要家の日負荷曲線のモデルを示す。

図７のモデルでは，二次電池導入により昼間のピーク電力

が低減されるとともに夜間の充電動作により，負荷全体の

ボトムが上昇している。これにより CGSは常時定格運転

が可能となる。

CGSに二次電池を導入することによる経済的効果を以

下に記す。

™二次電池導入によるピーク削減による契約電力の低減

™夜間充電，昼間放電による電力料金の削減

™CGSの定格運転あるいは連続運転における経済性

™CGSの定格運転による発電効率の上昇ならびに連続

運転による起動停止時の損失削減

一方，設備導入に伴う増加費用は次の 2 項目である。

™建設費

™運転保守費

経済的効果が増加費用を上回る場合に，二次電池を導入

するメリットが生じる。

上記は経済的な検討である。しかしながら，近年では経

済性だけでなく，ISO14000に基づく環境に対する評価や

近隣住民に対する環境配慮から，下記の項目が重要になっ

てきている。これらは単純な経済性だけでは計れないが，

企業の社会性を考えると間接的には大きな経済性評価につ

ながるものである。

™排気ガス，騒音

™負荷平準化による CO2 削減

４.２ 氷蓄熱装置の利用

氷蓄熱装置の利用も，基本的な考え方は電池電力貯蔵の

場合と同じである。氷または温水を夜間に貯蔵し昼間に冷

暖房に利用することで，昼間のピーク電力を削減できる。

したがって，氷蓄熱装置の利用は，契約電力の削減，夜間

電力の利用，あるいはピーク時間調整契約などにより電力

料金の削減が可能である。設備導入に伴う機器設置の費用

およびメンテナンスなどのランニング費用と，電力料金の

削減金額との比較で導入の可否が決定される。

氷蓄熱の場合，氷または温水での貯蔵となるため，春や

秋など季節によっては蓄熱装置の能力を十分活用できない

時期があるが，近年，コンビニエンスストア向け冷凍空調

での有効利用の検討など，年間を通しての利用方法の検討

も行われている。氷蓄熱装置のますますの普及には，省エ

ネルギー手段の一つとして，年間を通した氷蓄熱装置の有

効活用を検討する必要があると思われる。

あとがき

夜間電力を利用した負荷平準化は，電力系統の負荷率改

善を促し社会全体のエネルギーの利用効率を上昇させる。

（7）

（6）
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二次電池からの供給電力 
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図７　CGSを持つ需要家の日負荷曲線例図６　ディンプルボールの形状



夜間電力を利用した負荷平準化

負荷率の改善は，長期的には需要家にとって電力料金の引

き下げにつながるものである。しかしながら，需要家に

とって短期的な経済性を考えるならば，装置を設置するた

めのコスト負担と運用上の回収可能金額の比較により導入

の意思決定がなされる。電力料金だけで比較するならば，

有益性は負荷パターンによるところが大きく，経済性が成

り立つケースは限られる。多くのケースで経済性が成り立

つためには，電池電力貯蔵装置や氷畜熱装置の低価格化が

必要である。しかし，近年の電力品質問題を考えると，単

純な電力料金の比較だけで議論を行えない場合もある。電

力貯蔵装置の持つ電力品質改善機能を生かし，瞬時電圧低

下対策など多目的な運用を行えるシステムを検討していく

ことで，新たな経済性を生み出すことが必要である。また，

冒頭で述べた CO2による地球温暖化問題は，今後避けて

通れない問題であり，負荷平準化による CO2 排出削減の

効果について検討する必要があると思われる。

富士電機では，エネルギー貯蔵を含めた負荷平準化シス

テムの構築について今後とも検討を行っていく所存である。
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解　説 カーボンニュートラル

光合成 

肥料として散布 

森林による 
CO2吸収 

CO2

灰 

バイオマスを燃焼することなどにより放出される二

酸化炭素（CO2）は，その成長過程で光合成により大

気中から吸収した CO2であることから，大気中の CO2

は増加しないことをいう。

このため地球規模のサイクルではカーボンのバラン

スは崩さない。
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